
H27.6.25現在
（50音順・敬称略）

団体名 代表者 連絡担当者 活動内容（簡略） フェスタ実施分野 形態

1 あくてぃ部 大川　保洋 加島　裕士
リタイア世代の町づくり参
加、特に女性視点での街づ
くり

昔遊び WS

2 育児サークルＨＵＧ 髙木　園子 髙木　園子
子育て中の母親への学びと
癒しの場の提供

子育て支援 体験

3 枝川FPコンサルティング株式会社 枝川　陽子 枝川　陽子 金融リテラシー向上 金融リテラシー WS

4 音楽サークル　はみんぐ♪ 坂田　眞美 坂田　眞美
健康寿命の延長、音楽療
法、仲間との交流

歌声喫茶 WS

5 学習室らくだ 川原　ゆう子 川原　ゆう子 子供の成長の支援活動
子ども支援

漢点字
WS

6 貴婦人会 中村　あゆみ 中村　あゆみ
子育て中のママが1人で悩まず
皆で子育てできる環境作り 未定 WS

7 くまもと暮らし楽ラク塾 託摩　美由紀 託摩　美由紀
「ライフオーガナイズ」で
笑顔の暮らしづくり

お片付け セミナー

8 熊本県つばさの会熊本市支部 清川　光乃 清川　光乃 男女共同参画社会を目指す 男女共同参画 バ、レ

9 熊本市女性リーダー協議会 中山　敏子 中山　敏子
女、男という垣根のない対
等な人間として支え合う暮ら
しやすい社会づくり

男女共同参画 WS

10 くまもとひなママネット 宮下　愛ほか 宮下　愛
東日本大震災避難者と地元
の支援者との交流、原発事
故の影響発信

東日本大震災 展示

11 くまもと笑いヨガ倶楽部 西嶋　敏 西嶋　敏
笑って健康になる、
笑いヨガ活動の普及

男女共同参画
ダイバーシティ

笑いヨガ
WS

12 熊本市里親支援機関
（藤崎台童園、慈愛園、龍山学苑、熊本乳児院）

里尾　裕子 藤田　誠也 里親制度の普及啓発、里親支援
里親

社会的養護
展示
講

13 ジェンヌkumamoto 相藤　春陽 髙井　眞弓
女性の「就活から終活まで」の”
輝き支援”をコンセプトに勉強会、
講師派遣等を実施

女性ライフスタイ
ル支援 WS

14 社会福祉法人くまもと障害者労働センター 倉田　哲也 松尾　芳美
障害のあるなしにかかわら
ず共に生き、共に働く場を作
る

障害者支援 販売

15 草月流上村春洸グループ 上村　春洸 上村　春洸
生け花の芸術性を楽しみ、
日常生活や心の糧にしてい
ただく活動

生け花 展示

16 男女共生社会を実現するくまもとネットワーク 佐藤　玲子／松島　赫子 三島　美枝
男女共生社会を熊本で実現
するための活動

男女共生 WS

17 小さな一歩の会 森　理恵子 森　理恵子
カンボジアの子どもたちや
福島の子どもたちの支援な
ど

国際支援、
押し花作り

WS･ﾊﾞ

18 虹の架け橋ハーモニー 松下　智子 松下　智子
心身両面へのアプローチによる
「バランスのとれた自分」でいるこ
とのお手伝い

整体、身体の喜
ぶお菓子 WS･ﾊﾞ

19 畑まるごとマーケット「有機生活」 田上　辰也 田上　大志
有機農産物の素晴らしさ、
安心安全な暮らしの提供

有機農産物 販売

20 肥後足あとネットワーク 末久　公子 末久　公子
心身の健康に薬は要らないとい
う考えの賛同者と共に薬をやめ
たい方、その家族のサポート

活動報告 販売・講

　　　　　はあもにいフェスタ２０15　参加団体 ② 



21 美☆ホーム 北野　宏美 北野　宏美
楽しい生活空間の改革と健
康保持、勿体ない精神の推
進など

収納 WS

22 びーらぶヒゴタイ 深浦　淳美 松下　直子
暴力被害を受けた女性と子供の
ための心理教育プログラムの実
施

暴力防止 バ

23 フェアトレードシティくまもと推進委員会 明石　祥子 長森　広樹 フェアトレードの促進 フェアトレード 販売

24 平成さをりクラブ 林　節子 林　節子
障がい者の通所施設平成学園の保護者や
地域の方々と織りを楽しむ会。
理解やボランティア、ストレスからの解放、自
己表現の楽しさ体験

さをり織り
（アート）

WS

25 ほっとステージＢＩＮＧＯ 積　久美子 久恒　智子 「ほっと」笑顔になる居場所つくり 生きる コ

26 ママそら☆くまもと 橋本　由里 橋本　由里
「子育てしたいまち、くまも
と」を目指す

子育て・保育 WS･展

27 マルセイユセラピー 佐藤　順子 佐藤　順子
仕事、家庭など、悩みを持っ
ている方に癒しを提供

癒し WS

28 B－Smile 黒木　千代子
中川　文代
姉川　恵理

運動指導等による子育てな
どの女性支援

親子ふれあい
メディカルアロマ WS

29 HAPPY　SCRAP 高谷　雅子 高谷　雅子
写真整理・アルバム作り、マ
マのリフレッシュ

アルバム作成 WS

30
Human Life Support of MUSIC
BAND 絆　ボランティア会

村上　友美 小山　俊弘
音楽を通じて、障がいのな
い人もある人も共に生きる
熊本を目指す

障がい者福祉 コ

31 Make a Smile 松本　初枝 波口　恵美子 子育て支援、次世代育成、食育 親子料理 WS

32 環境教育NPO緑の生活（くらし）ネットワーク 山川　李好子 佐藤　彩己子 環境保全活動
女、命、平和、

リテラシー
未

33 NPO法人ウィメンズ・カウンセリングルーム熊本 竹下　元子 中村　美和子
女性の意識啓発、地位向
上、豊かな人生を送るため
の支援

アサーション
トレーニング

講・バ

34 NPO法人こころのサポートセンター・ウィズ 西原　鈴代 河野　直子 女性や子供の心理的サポート カラーセラピー WS･ﾊﾞ

35 NPO法人ライフ＆キャリア教育サポート 広瀬　美貴子
広瀬　美貴子
村松　弘美

金融教育、キャリア形成
支援事業

ライフプラン講座
終活セミナー WS

36
公益社団法人熊本県栄養士会
熊本市地域事業部

井手　博美 門岡　和代
市民の健康福祉の向上に「食」を
通して病気予防・治療に関わる 運動と栄養 講

37 公益財団法人全国友の会　熊本友の会 古場　澄子 古田　久美子
健全な家庭からより良い社
会を創るための活動

家計簿、エコ
生活

WS･ﾊﾞ

38
（公社）日本３Ｂ体操協会
熊本県支部熊本西部グループ

菅田　雅子 安藤　智江子
0歳～１００歳を対象に、地
域社会全般の健康、体力づ
くり

親子対象 講

レ（レストラン）
コ（コンサート）

その他、ファミリー・サポート・センター＜熊本＞、男女共生推進室

※形態省略…
WS（ワークショップ）
バ（バザー）
講（講演会、講話）
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